外部団体

役員

数名

【防 災防犯】
１
❤１月２３日（金）防災避難訓練が、
近くの公園に避難する高台自治会主催の
訓練と、長五小校区コミュニティ主催の
防災フェスタが連携して行われました。

「ブロック委員」は、２１あるブロック
の代表で、それぞれのブロックの事情と
やり方で、ブロック内で話し合って互選
いただければと思います。担当いただく
内容は左表の通りです。

自治会活動は ボ
„ ランティア”で運営さ
れています。一人ひとりの知恵と汗で、
自分が得意とする分野で、皆んなが楽し
く親しくなるための活動を、全員で担当
できればと思います。
高齢化対応や災害時対策がますます高ま
る中、住民の住民によ
る住民のための組織高
台自治会に是非参画く
ださい。立候補は自薦
他薦を問いません。近く
の役員まで、１月末日ま
でにお願いします。

11 月役員会

【 他 】
高
❤台集会所の年末大掃
除は、１２月８日（土）
に行われ、３９名の参加
がありました。日頃掃除
しない屋根や雨どい、部
屋の隅々まで、念を入れ
てきれいにできました。
お手伝いいただきました皆さんありがと
うございました。
なお月毎の掃除の１月の当番は、１４Ｂと
１５Ｂ（リーダ三原さん）で、第２土曜日
の１月１２日（土）の１０時からです。

防災フェスタでは、校区にある１１の自治
会と４地区の皆さんが、長五小に避難集結
し、消火器・バケツリレー・担架・通報な
どの訓練、起震車・煙・ＡＥＤ（心肺蘇生）
・
レスキューなどの体験をしました。防災ク
イズ・大声コーナー・消防車展示・炊き出
し試食などもありました。高台避難は７２
名、高台からのフェスタ参加は３５名でし
た。こうした訓練を通じて得たもので、い
ざという時に備えたいと思います。

各ブロック
1名

① 原則月 1 回の「役員会」へ出
席いただきます
② 部会の委員を担当いただきま
す（部会は年数回開催）
③ 月 1 回の「高台だより」配付
と、会費徴収をお願いします

ブロック
委員

役職内容

役 職

平成２５年度（平成２５年４月から２６
年３月まで）の新役員の立候補を受付け
ています。
役員には「常任委員」
（定員１５名）と「ブ
ロック委員」
（同２１名）があります。常
任委員からは、左表のように互選で四役
を、また自薦他薦でリーダなどの役割を
担当いただきます。

部会
リーダ
５名

が良かった、８６％の人が隔年実施を続
けてほしいなどがありました（写真集は
高台ＨＰ http://taka-dai.info/
からご覧ください）

５名

小雨決行です（とくに役員の方は、晴雨
に関係なくお集
まりください）
。
年末は忙しさのため不注意の火災や空き
巣被害が増えます。
十分ご注意ください。
●防犯ベルの一斉テスト
１２月１６日（日）正午に、防犯ベルの
一斉テストを行います。防犯ベルのある
ご家庭では、この機会に鳴らして正常に
働くことを確認いただければと思います。
●年末年始のごみ収集
年末最終のごみ収集は、
１２月２８日
（金）
年始の収集は１月５日（土曜日ですが収
集します）からです。
植
❤木・植木鉢・物品などが自分の敷地
外の道路に出ていれば、通行・交通の妨
げとなります。心当たりの方は、ルール
を守っていただきますようお願いします。
また市土木課からも依頼が来ていて、は
み出したものが原因で事故となった場合
責任を問われることもあるとのことです。
２４年度の道路月間標語は
「一本の 道に
日本の 底力」です。

四

役

役職内容
① 会長・副会長・会計・庶務です（各
１名、庶務は 2 名）
② それぞれは、
自治会の代表、
補佐、
会計、事務 を担当いただきます
① スポレク・防犯防災・福祉・美
化衛生 などの部会のリーダです
② 部会で、それぞれ専任的な活動
のリーダを担当いただきます
① 長岡京全体の 防犯・廃棄物減
量・総合型 SC・生涯学習推進・
補導 などの役員です
②それぞれ組織の会合に出席するな
どをしていただきます
常任委員

長岡京ガラシャ祭りの巡行は、１１月
１１日（日）の予定で長岡中学校の体
育館で服装の着付け等の準備をし待
機しましたが、生憎の雨模様のため直
前に巡行中止となり、主催者挨拶、校
区毎の参加者紹介等は体育館で行わ
れました。
高台からは承
明門院とその
従者役で７名
の皆さんが参
加しました。
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【ス ポレク】
隔
❤年実施で１０回目
となる恒例の「高台バ
スツアー」が、１１月
２５日（日）行われ４
５人の参加がありまし
た。当日は素晴らしい
秋晴れで、三重県桑名
にあるベゴニアやダリ
アが咲き乱れる「なばなの里」
、長島温
泉「湯あみの島」
、ブランド品のアウトレ
ットなどを楽しみ、また会員同士の親睦
を深めました。
実施後のアンケートには、９３％の人 ↗

記念写真

平成２４年も残り少なくなりました。今
年は、２月東京スカイツリー竣工、５月
金環日食、７月ロンドンオリンピック、
９月尖閣問題、１０月山中教授ノーベル
賞、１１月オバマ大統領再選、１２月衆
議院選挙などがありました。
来年は、干支で癸巳（みずのと み）
。巳
の漢字の語源では、草木の成長が極限に
達し次の生命が作られ始める時期とされ
ます。この「予言」はひょっとすると当
たり、来年は新しい発展の年となるかも
しれません。
高台の年末年始の予定をお知らせします。
●「年末特別警戒パトロール」
１２月２８日（金）と
２９日（土）に、防犯
・防火の年末パトロー
ルを行います。拍子木
を鳴らしながら、火の
用心の掛け声と共に２
組に分かれて高台内を
廻ります。参加し一緒
に回っていただける方は、午後８時まで
に高台集会所にお集まりください。 ↗

【美 化衛生】
バ
❤ス通り街路樹の落
ち葉清掃は、毎日曜日
と水曜日の計６日間、
多くの住民の皆さんの
協力で行われました。
参加いただいた皆さん
大変ご苦労さまでした。
なお街路樹は、市により１月上旬に強剪
定の予定です。

昨年のパトロール
11 月 27 落ち葉清掃

創刊昭和 61 年７月
329 号
平成 2４年（2012 年） 1２月１３日 発行

年末大掃除

２Ｂ 野々下靖子

高台通りの街路樹の紅葉は、
昨年とは色づきが少し違い
ますが、見事さはかわりま
せんね。
「落ち葉掃き」も多くの皆さんの
ご協力で街の美しさが保たれています。
我が家の周りは街路樹だけでなく、落葉
樹を植えているので落葉が沢山でるのに、
さぼっていて申し訳ありません。
昔の資料を見ましたら土地を購入したの
は昭和４７年。一寸した事情で転居開業
にブレーキがかかったことで、その間に
何回かこの土地の陽当たりと季節によっ
て変わる風向きと風の勢いなどを調べに
来ました。ここは特に夏は西北からの風
が多いことが分かり、早速設計図を変更
しました。
道路のアスファルトの照り返しがきつい
ので、落葉樹を家の周りに植えることに
しました。東側のコンクリート打ちっぱ
なしの壁は無愛想などで、秋の紅葉が美
しい蔦を、ブロック塀は好まないので生
垣を、庭の西側は西日を遮る葉の茂る落
葉樹を、お隣との境は防火のための樹を
と決めました。
大学入学で京都に来て、当時進駐軍に接
収されていた植物園で、唯一日本人が入
れる事務所の横にそれまで見たことのな
い花の樹がありました。アメリカハナミ
ズキです。待合室の窓の外はこれ！春は
花、秋は深紅の紅葉、これで決まり。最
後が玄関前の欅です。幼いときからの憧
れの木でしたが、何せ大木になるので小
さな家に植えるのは無理と観念していま
した。ところが東京の「ちひろ美術館」
に行った際、石神井辺りは多くの巨大な
欅の下にこじんまりした家が普通に建っ
ているではありませんか。幸い前は広い
道路少し枝が広がっても堪忍して！と現
在の形になりました。
本日は落ち葉の言い訳になりました。

訃< 報 >
５Ｂ（２・１１・２） 享年８４歳
前田みゑ子 さん

